平成 24 年度

第1回

河川工作物アドバイザー会議
議事録

平成 24 年 10 月 24 日（水曜日）9 時 30 分～13 時 00 分
斜里町産業会館 2 階大ホール
１

開会：司会進行 北海道森林管理局保全調整課 梶岡雅人

２

出席者紹介：委員、オブザーバー紹介、その他関係者は名簿、座席表参照

３

議事：進行役 中村座長

中村座長：おはようございます。昨日まで 2 日間参加されていた皆さんご苦労様です。
また、今日も朝早くからありがとうございます。事務局の方々がきちんと段取り付
けてくださって、我々が改良した 13 基全て見ることができたのは本当に良かったと
思います。今日は午前中ＡＰ(アドバイザー会議)ということで、言わば現状の課題
などを議論していくんですけど・・モニタリングの経過も含めてですね。また、今
回河口さん谷口さんに来て頂いて、オショロコマの問題を指摘して頂けると思いま
すのでよろしくお願いいたします。
ＷＴ(ワーキングチーム)は先程梶岡さんの方から話があったとおり午後からです
ね、あまり時間がないんですけども、もう既に今年に入って 2 回ぐらい、今までや
った事業のおさらいというかレビューをしています。これは小宮山さんが是非やる
べきだということで、事務局の方で予算付して頂いて始めてます。将来的には一段
落すればこれまでやってきた事業の、我々委員から見て良かった点悪かった点を整
理しようということです。今回多分実際に見てきたので更に何か加わるようなこと
があったのかなという感じがしています。ということで、そのＷＴと書いているの
はそう言った意味のレビューをしたいということで、現地検討会もその一環になっ
ています。
それでは河川工作物アドバイザー会議を始めます。議事の 1 番目、前回の現地検
討会の振り返りを梶岡さんの方からお願いいたします。
梶岡：資料 1 平成 23 年度第 3 回河川工作物アドバイザー会議論点等整理
小宮山委員：資料 3 ページ目の 2 のＡＰ論点、”シロザケの遡上が尐ない要因については、
魚道の構造上の問題の他に、河口付近での捕獲数等の影響も考えられる”の意味が
分からないです。サシルイ川もチエンベツ川もシロザケの捕獲は川では一切行って
いない。海での捕獲？定置網での捕獲？
梶岡：確認して後ほど回答します。
若井：資料 2 羅臼川における砂防えん提の改良工事について
ＡＰ関係分とＷＴ関係分の資料で指摘されていることについてご説明いたします。
まず、ＷＴ関係分という資料の 1 番上の、羅臼川№19 砂防ダムというところをご覧
下さい。”砂防ダム下流の水叩き部に土砂が溜まった場合の対応について”とあり
まして、それについては先程資料の 5 ページで説明しましたとおり、魚道機能の確
認実験を行った結果、問題ないということで、今後モニタリングを行って状況の把
握と検討を行っていきたいと思います。
2 つ目の砂防ダムの上流の土砂を移動させる話についてですが、これは砂防ダムに
土砂が堆積しておりまして、その土砂の取り扱いをどうするかということだったの
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ですが、今回工事を行うのに必要なところにつきましては既に撤去していますが、
工事に伴い若干元々の土砂の上に盛土を行っているものがありまして、それについ
ては 11 月までの工事の中で撤去して、極力元々あった状況に戻したいと思います。
その後状況を見ながら土砂がどのように変遷していくか見ていきたいと思っていま
す。
温泉水の影響のモニタリングについてなんですが、これについては温度の状況は
把握しているんですけども、それが魚類の関係に対してどうだというところはご指
摘頂ければと思いますが、それは河川全体ですとか温泉管理者とかそういう問題に
なるかと思いますので、何かご指導あればお願いしたいと思います。
それからＡＰ関係分の資料につきまして、これは現地で話された内容が書かれて
おりますけれども、小宮山先生の方から河床低下しているということで、その状況
を把握する資料を貰いたいということで、ダムの周辺につきましては、今後 3 年間
モニタリングしていくこともありまして、縦断図等につきまして、河床の変化は観
測出来ると思いますが、羅臼川全体につきましては確認手段がないので、今後どの
ようにしていくか検討中です。
羅臼川のダムの上流の河岸の防御のためにスリット化する時にダムから出ました
コンクリート殻をネット状の物に入れた物について、将来的な务化はあるのかとい
うことでしたが、これは強度的に問題ありません。
工事に際しまして、若干上流側の河床の土砂を動かしたんですけど、それについ
て元々あった状況に戻した方が良いとのご指摘がありましたので、それは今回の工
事の中でなるべく元に近い状態に戻しまして、今後その辺の経過を観察していきた
いと思います。
それと小宮山先生の方から川幅が均一だと小砂利が溜まりにくいということで、
もう尐し狭くなったり広くなったりという澪筋の変化を考えた方がいいのではない
かとご指摘がありまして、それについてはまだ取り組んでなくて、今後のどのよう
にしていっていいかもまだ分からないですけれども、心に留めておきたいと思いま
す。以上で雑駁ですが説明を終わります。
中村座長：今の説明についていかがでしょうか。
小宮山委員：水温のモニタリングところで、若井さんが何が分からないのかが分からない。
若井： 私が思うには、羅臼川については上流に温泉水がありまして、工事の前からもそ
の問題はあったかと思うんです。それで、河道の連続性確保という中で砂防ダムを
遡上できる形にしたんですけれども、それで上流で尐し温度の高い部分があるのか
もしれないんですけども、それが元々あったので、魚の環境の問題なので、工事に
よってどうこうという事ではないと思うんですけども、そのあたりを今後どのよう
に河川の改善に繋がっていくのかが分からない。
小宮山委員：なぜ水温モニタリングして欲しいかですが、ダムを作る前の羅臼川でサケ科
魚類がどんなふうに分布していて、どこで自然産卵しているのかが全く分かってい
ない。ただ、地元の人の話を聞いているとダムが無かったときは、現在ある熊の湯
温泉の上流まで、例えばカラフトマスは遡上して自然産卵していたという風に聞い
ています。ただそれの事実確認はきちんと出来ていないので何とも言えないんです
が、自然に放っておいたら尐なくともシロザケは行っていない可能性が高いと想像
しているんですけど、カラフトマスは遡っていた可能性が高いなと。当然サクラマ
スも遡っていただろうと予想されます。ですから、現在№19 砂防ダムの上流まで今
は遡れるようになりましたね。であれば、カラフトマスが一番問題になると思うん
ですけれども、カラフトマスはどういう性質があるかというと、水温が高いところ
では資源にならないんですよ。
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若井：それは孵化しないということですか？
小宮山委員：孵化するんですけども、稚魚になったあと海に出るときに大変時期が悪いで
す。要するに、早く育ちすぎてしまって、海へ下りたはいいけれど餌がないという
状況になる可能性が非常に高い。稚魚として川に出てくるタイミングは 4 月上旬か
ら 5 月いっぱいまでが多分資源になる時期ですね。
ですから自然状態で見てますと、
冬は現地でも増川さんが言っておられたと思うんですけども、0 度に近い状態になる
方が良いんですね。ですから 9 月から 10 月にかけて自然産卵して、そして冬 0 度近
い状態になって、それで 4 月くらいから海に下りていくタイミングに育つのがカラ
フトマスが自然産卵で再生産できる状況なんですね。それが、冬が暖かいと多分そ
れはダメだろうと予測されます。そこで水温の変化のモニタリングをして頂きたい。
№19 の砂防ダムの上流の支流も含めて、どういう支流の条件なのか、水質は魚で選
ぶからなんとかなるだろうと思ってますがオショロコマが育っているからサケ科の
魚類は死なないで生きてるだろうと予測されるんですけど、自然産卵で再生産でき
る環境がどの程度あるのかというのを水温の面で見てみたいということでお願いし
たいんです。
中村座長：若井さんが困ってるのは今言ったような話が読めないということです。小宮山
さんがこの水温の変動を見たときはこれはどうなんですか。これからも続けていか
なくちゃいけない話なのか、もうある程度打ち切って、ここは住めると判断して良
いのか。
小宮山委員：冬はかなり下がっている部分があって、私が知りたかったのは支流なんです。
支流のデータがほとんど無いんですけど、高そうだなと。
中村座長：支流はないんですか？
若井：支流はないです。
中村座長：ではそこを加えて頂いて、小宮山さんに直接見せて、これどうなんですかと。
解釈は分からないと思うんですよね。
若井：温泉管理者とか町の方との問題でやっていくのかなと思うんです。温度管理とか。
中村座長：管理まで小宮山さんは言っているわけではなくて、どんな環境になっているの
かということが知りたいということで、支流のデータを入れて頂いて、それで小宮
山さんに相談してもらって、いわゆる生息可能な範囲なのかどうなのかをジャッジ
してもらって下さい。また、将来的なモニタリングをやるのかどうかを検討すると
いうことで良いですか。
中村座長：他はいかがでしょうか。
帰山委員：9 ページ 10 ページについてですが、1968 年に比べて最近は河川敷が非常に狭く
なって、高水敷・堤防敷が広まったという解釈でよろしいでしょうか。そこで気に
なるのが、これだけ川幅が狭められて、かつ現在ダムを改良して、ある意味河床を
下げるような工法を行っている形になると思うのですが、そういう工事の流れの中
で砂利を溜めていく可能性というのはあるのかどうなのか、そこが非常に気になる。
これはトータル的な物の見方として。
若井：砂利を溜めるというのは産卵床になる可能性があるかという観点でしょうか。
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帰山委員：産卵床に限らず、河川としての形態(河川の構造と機能)を維持する上で、それ
はもちろん生物がそこで生息するという生態系を意味するわけです。
中村座長：河床高を下げる方向でこの工法を行ったという事ではないはずです。基本的に
は砂防ダムで土砂を調節してその下流域はある意味量を調節された段階で安全に流
下させる水の管理としてやられてきた方法であるので、その段階では多分土砂を溜
めるという議論は計画上は持ってないと言っていいと思いますので、そういう意味
の今の現状の方法は、事実河床は下がっていますから、コントロールし過ぎてしま
っていて。ひょっとしたら植物もせり出して川幅を狭める方向に行ってますので、
そこの部分については河床低下が起こっていると見ていいと思う。ただ今の帰山先
生の質問については、今のところ溜める構造にはなっていないんじゃないなかと思
います。
妹尾委員：まさに今そういう話をしようと思ったんですが、これは昭和 43 年というのは河
道内の中である程度自由に水が流れていた。それが近年になって、豊平川のように
高水敷に公園だとかそういうものを作って欲しいという要望が、ある一時期出てま
して、それの皺寄せとして昭和 50 年代は河道幅を狭くして澪筋幅を狭くして、一気
に土砂も含めて排出しようという計画となりました。多分そういう時期に作られた
もので、今こういう現状になったときに、土砂も水も全部綺麗に排出するというこ
とが原因で産卵環境が尐なくなったというのがあると思います。だから、水そのも
のの力というのはある程度分散をさせながら土砂をコントロールしていくというの
が、これからの、サケ、マス等の生き物に配慮した工法となる。
もうひとつ、№5 床止ですが、3 年前くらいからどんどん下がっていまして、一時
期ちょうど橋の上流側の右岸側を広げてもらった。それによって今はそこに砂利が
堆積していて結構な産卵を観測しています。それと同時に上流側のカーブの部分も
広げていくと土砂コントロールの要因になって、それをやれば今の№5 床止は防げる
んじゃないかという話をしたんですが、ちょっと上流側まで広げてなかったんです
ね。結局それが要因で№5 床止下流が下がっていっている。今の形状をそのままにし
た状態で改良していっても同じことが続くと思う。その辺も含めて今後検討された
らどうか。
帰山委員：№5 床止もそうですが、№18 床止もスリット化することによって下の河川環境
がかなり変わっていって、魚道の今後の効果を心配しています。やはり川をいじる
事によって河川敷そのものが狭くなっているので、かなりあちこちに影響が出てき
ているのではないか、今後も出てくるのではないかと心配している。親水性という
中で川を私たちが利用して親しんでいくというのは大事なことですし、そういう意
味で今後河川敷を元に戻すというのは無理かもしれないが、広げるという視点も今
後大事なのではないか。無責任な言い方になるかもしれないがそう感じている。
小宮山委員：資料で分かりづらいところがあるので修正して頂きたい。2 ページの右上の魚
の数だとか産卵床の数の推移のデータなんですけど、これをぱっと数字を見たとき
に普通の人は年変動がすごく大きいなと。一つ分かるのは魚道を整備したことによ
ってだんだん上流に遡っているなと。ですが、なんでこんなに数字が違うのか、年
によって。要するに豊漁不漁に関係しているのかな、と色々な想像ができるんです
けども、実は人為的な影響でこの変動で起きているということが分からないんです
ね。何故かというと河口で捕獲してるんですよ、羅臼川というのは。それも別の川
だったらカラフトマスだけだとか色々な変化があるんですけども、なのでそういっ
た資料をきちんと付けなくてはいけないと思うんですけども、この羅臼川に関して
は、今は 11 月いっぱいくらいで捕獲をやめている可能性が高いんですけども、8 月
9 月 10 月は確実にカラフトマスもシロザケも、基本的に増殖のために親を全部捕ま
えようとしている。これの数字の変動がなんでこんなに大きいのかというと、一番
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尐ない時は雨がほとんど降らなかったので 100％に近い状態で捕獲ができているん
です。雨が降って増水したら捕獲装置の上を水が流れるのでそういう時は上流に遡
ってる。ですから、上流に遡って産卵しているという時期を入れて頂くとこの変動
の意味がなんとなく尐し理解できるんですよ。そういった辺りも分析しなきゃいけ
ないので人為的な要素を尐しずつ削除しながら理解してもらうための資料を作って
頂きたい。卖純に言いますと、3 種、サクラマス・カラフトマス・シロザケ別々にこ
の図を作って頂きたいということと、それから必ず捕獲している川だということを
記述して頂くか、もしくはもっと良いのは捕獲数を入れて頂く、河口でどのくらい
捕まえているのかというデータがあればサケなりマスなり多い年なのか尐ない年な
のか、それに合わせて自然産卵している数がどう変動しているのか。というのを見
ながら魚道を作れば順調に遡ってるんだなとかね。作ったにも関わらず遡ってない
みたいなデータもあるもんですから、それはきっちり捕獲しているから遡ってない
ということも理解できますので。その人為的な要素がかなり複雑に来往してますの
で、そういう川なんだということを理解してもらうための資料作りをして頂きたい。
中村座長：対応してください。
若井：分かりました。
中村座長：羅臼川だけではなくて他の川を昨日見てても感じるのは、河道の整理というか、
土砂を河道内から外に押して堤防みたいに作ってしまうことが、結構川には効いて
いる気が非常にします。ということで、さっき元に戻すという事もあったんですけ
ど、安易に上流側とか下流側の河道規制をやってしまうと、後で色々問題が起きそ
うなので気をつけて頂きたいのと、先程の例じゃないですけど元に戻すという事も
検討してください。それから、土砂が非常に流れるような場所で、澪筋を常にある
場所に固定するということはもう無理だと思って頂くことが良いんじゃないかなと
思います。ということで、魚道もある場所を切り替えて常にそこは水が流れる。下
流側ですよ、今回の改良事業の。そこにしておいたとしても土砂がどんと溜まって
しまえば基本的に他の水道を流れるしかないので、僕からのコメントとしてはスリ
ット部から土砂が非常に多く流れて急に拡散して堆積してしまうような、そういう
場所における澪筋工というのは無理に近いので、基本的には色々な場所に澪筋がで
きることを前提として設計して頂いた方がいいかなと。
ということで、上流側下流側は、安易な河道規制は非常に気を付けないと、結果
としてうまくいかない、もしくは税金がもったいないということです。
小宮山委員：これはイワウベツ川も全部含めて、スリット化や魚道を作るとき、淵をどう
作る、砂利をどう溜めるというのは基本的に全部方法は一緒なんです、私に言わせ
ると。その基本的な原理を皆さんに理解して頂かないと、これから求める理想的な
川づくりが出来ないと思ってるんです。ここ 2 日間の皆さんの話を聞いてるとやっ
ぱり理解してないなと。それから知床周辺の川の、要するに半年くらい前の、この
冬ですね。魚道の整備をしている工事を見ても全く同じ問題を起こしています。魚
道の入口と本体と出口、入口は下流側、出口は上流側と見ますと、今まで全部失敗
しているのは入口と出口失敗してるんです。本体はどんなに立派なもの作っても、
結局入口と出口を失敗してるから機能しない、ということです。皆さん目に付くの
は本体のところだけなんです。本体のところだけ見て、それをいかに立派に作るか、
お金をかけないで作るかみたいなことしか考えてないなと私は思っています。です
から、入口と出口をどうするのか、というのは先程中村座長が言われたように、要
みずみち

は砂利を溜めて淵を作ってやって水道をしっかりさせるという、常にですね。どん
な状況になっても。それにはどうしたらいいかという提案は今出来ますので、その
ことを今回の会議ではしっかり頭に入れて頂きたいなという風に思っています。
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本間：資料 3-1

チエンベツ川遡上モニタリング調査について

中村座長：ＷＴ資料の 2 ページ目に現場で議論になった、”魚道の出口の越流部分がサシ
ルイ川のような隔壁付きになっていない”ということで、詳細なコメントをしてく
れた内容からすると、もう尐し斜めに上流側を切るような形で出来るんじゃないか
と。資料に書いてある通り、堤体越流部の上流側を掘り下げる方法があるというこ
とで、それは一つの考え方として検討してください。あと、副堤についての切り下
げは現地でも説明データ通り資料に載ってます。あと、第 2 ダム副提下流。要は”
小砂利が溜まるような工夫が必要ではなかったか”について、例の川幅の問題でほ
かの場所でも挙げられたんですけど、これは小宮山さんが強くお話されてた、どう
しても魚道の入口のところに、言ってみれば魚道を守る形ではないですけど、斜面
みたいな形で作っていて、そこに蛇籠とか捨石、六脚のブロックみたいなやつが固
められている。多分あれも安易に河道を掃除したような感じになってたと思うんで
すけど、それが結果として川幅を狭めてしまうということで、それについてもう尐
し川幅を広げることはできないかということを小宮山さんが言ってました。これも
現地で今後そういうチャンスがあるならばその事も検討してくださいということで、
これもやっぱり安易に河川の掃除的な、六脚ブロックが流れてしまったらそれを両
側に掃くということが、結果として河道を狭くして両岸でブロックしてしまう形に
なるので、どうしても河道の低下の起きる可能性があるということが委員から指摘
したいところです。
小宮山委員：是非聞きたい、きちんと記録にも残しておきたいなと思うんですけども、あ
の蛇籠を含めて工事をした下流側をどうしてああいう風に直線的に、そして私の目
から見たら河道幅ギリギリ、もしくはそれが狭くなるように固定する理由がなんな
のかを知りたい。どういう目的でああいう風に蛇籠を置くのかというのを。個別に
はチエンベツ川は聞いてないんですがサシルイ川では聞きました。聞いた理由を考
えるともっと、要は山側といった、川幅を広げるところに同じものを設置しても目
的は達成できるという風に思った。その事も含めてなぜ水面ギリギリの所に直線的
に蛇籠なりブロックを置くのか。
杉山：蛇籠は魚道の導流壁を土砂で埋め戻して、それの法止めという形でそこに設置して
ます。
小宮山委員：法止めですとか根固めの意味で？
杉山：そうですね。何もないとそのまま･･･。
小宮山委員：何もないと掘れてしまうから、それを守るために置くと。
杉山：そうです。それで昨日中村座長からもご指摘された所ですけど、籠自体は元の横断
形より河川の中には入れてないんですけど、多分本提の放水路からの稚魚の落下対
策ということでプールを作りたいというイメージで、あそこに巨石を並べてあった
と思うんですけど。ダムの真下に。その部分はやっぱり川幅を狭くしているなとい
う事は十分理解しています。あの辺は改良すべきかなと考えています。
サシルイ川についても、道路を付けた関係もありまして、春先の融雪でかなり流
量が増えました。ダムの袖部も越流するような状況があって、それで川幅をちょっ
と広げると更に道路の方に水が回るということで、あの部分は籠を設置したという
ことです。それでブロックですが、元々ブロックは本堤と前堤の間に積んでおいた
ものなんですが、経年の変化で河川内にかなり散在したものを安易に河岸に整理し
たものです。あれについては直線化にもなっているし、川の中にバラバラと散在し
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ているのも見苦しいと判断して、ブロックについては丘に上げるなり整理をしたい
と思います。
小宮山委員：今の話を聞いて、チエンベツ川の第 2 ダムの下の形状については検討の余地
があるということを考えて頂けるということで理解できました。サシルイ川につい
ては工事をする前はブロックを置いていたところは川だった。水が流れているとこ
ろだったんですよ。魚道の手前ですね。下流側。流れている所に籠をドンと置かれ
ていますから、それを置いただけで川が狭くなっている。ですからそういった効果
も含めて河道幅が狭くなって淵ができづらくなって、河床低下がどんどん起きるよ
うになるということで理解して頂きたい。管理上を含めても、あの場所に管理のた
めに車で行くなり人が行きやすくする意味がどれだけあるのか、川を壊してまで。
それを検討して頂いて考えて頂きたいなと。それから先程の議論しなきゃいけない
と私が言ったことと含めてなんですけども、落差を設けたところの真下はなるべく
川幅を広げてあげると深い淵が出来て、従来の方法で河道幅を下流側を狭くしてお
くと河床低下がどんどん起きるわけです。ですけれども深い淵を作って掘った掘り
くずをその下流に溜めてやれば水位は下がらないで維持できる可能性が高いわけで
す。ですから深い淵を作る意味は、流速を緩めてやって真っ直ぐで狭かったら流れ
ていってしまうものをそこに溜めてやると、水位を下げずに、河床低下が起きても
水面は下がらないということが出来るわけです。従来の方法ですと河床低下と同時
に水面が下がってしまう。ですから魚道は全部機能しなくなるということが起きる
んです。魚道作ったりダム作ったりした下流側で処理の仕方で結果が違ってくる。
ですから従来多くやられている方法をやると河床低下と同時に水面が下がるという
問題がある。河床低下が起きても良いけども水面は下げない方法があるということ
を理解して頂きたい。そうすることによって尐なくてもサケ科魚類の生息環境、産
卵環境が改善される。もしくは良い形で維持できる可能性が非常に高いということ
を理解して頂いて、これから色々な実験をして頂きたい。
杉山：分かりました。全体のデザインというものを検討して、知床に限らず治山ダムの改
良工事は色々進めておりますので、その中で検証したものを知床にフィードバック
できるようなことで進めていきたいと思います。
小宮山委員：どうぞよろしくお願いします。
帰山委員：チエンベツ川の第 2 ダムの魚道の効果についてお聞きしたい。5 ページ 6 ページ
を見ましても、第 2 ダムより上流に魚道が出来てから尐数ではありますが遡上して
いるということが分かります。それでちょっとお聞きしたいのが 7 ページ目の結果
ですが、第 2 ダムより上に遡上した数は何尾だったのか、そこが知りたい。それを
含めて第 2 ダムの効果についてお聞きしたいんですが。
本間：データが手元に無いので、実際に調査をしております知床財団の野別さんの方から
説明して頂きます。
野別：ちょっと今手元にあるのは生データだけなんですけれども、今年につきましては、9
月 20 日の実施の際に川全体で 114 尾のカラフトマスを確認してます。そのうち第 2
ダムの上流側で確認したのは 4 尾です。9 月 30 日に川全体で 84 尾確認してまして、
第 2 ダムの上流側で確認したカラフトマスは 1 尾です。シロザケにつきましては 10
月の上旬から遡上し始めてますけども、
まだ第 2 ダムの上流側では確認してません。
小宮山委員：第 2 ダムの上にカラフトマスの性別は記録してますか？
野別：性別は記録してません。
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小宮山委員：是非そういう数が尐ない時は性別を記録してください。そういうことによっ
てオスだけが上に行ってるという確率が結構高いものですから、メスがいれば確実
に産卵床が作られていると。
野別：補足します。今お話した生体数の数ですけれども、産卵床数もカウントしてまして、
第 2 ダムの上流側で 9 月 13 日に 1 床、9 月 20 日に 3 床、9 月 30 日に 1 床確認して
います。産卵床があるということはメスが遡上していると判断して良いと思います。
帰山委員：それで結論をお聞きしたいんですけども、第 2 ダムの魚道の効果についてはど
のように評価しておられるのか。
本間：過去 3 年間調査をしておりますので、前回のＡＰの会議でも一応効果はあるという
ことで、あくまでもデータに基づいたお話をしております。評価については最終的
に 4 年調査をするわけですので、今年度の調査結果を含めて次回のＡＰで報告した
いと思います。
帰山委員：果たして上流でカラフトマスとシロザケが本来産卵できる環境にあるのかどう
かという問題を含めて、是非論議すべき内容。先程中村座長が仰いましたように、
かなり高価なお金をかけてやっている事業だと思いますので、やはりその効果とい
うものが見えるような形というのが本来あるべき姿だと思います。
中村座長：個人的には帰山さんや小宮山さん妹尾さんは、皆さんより絶対知っていると思
いますので、むしろ聞けば良いんですよ。「すみませんけど、今のデータどう読まれ
ますか」と。ちょっと教えてください。現状で良いんですけど今のデータどう読ま
れますか？と。
小宮山委員：全体的な私の意見としてのチエンベツ川の位置づけなんですが、チエンベツ
川は人為的にサケの産卵環境をほとんど破壊してしまった。サケ科魚類のですね。
そういう川だという位置づけです。ですからこれから復元しても元に戻りません。
まずそれを皆さんに認識して頂きたい。他の川とはだいぶ違うということです。
中村座長：破壊はダムですか？
小宮山委員：ダムです。ダムと下流域の低水路を狭めてしまっているということです。で
すからダムが掘ったということと護岸をしているという要素あるわけです。本来は、
例えばシロザケとカラフトマス 2 種に限って言いますと、第 1 ダムの下流で自然産
卵で再生産出来ていたはずなんですね。それを例えば魚道を作ってダムの上に遡ら
せた価値はなんなのか。第 1 ダムの上に現状で言うとシロザケ・カラフトマス両種
が自然産卵で再生産できる十分な環境が作られてるんです、人為的に。その環境を
せっかく魚が遡ってるんだから大いに利用させてあげたい、というのが私個人の目
的です。それともう 1 つ大きな目的なんですが、魚道を整備する前は熊が河口まで
出てきてサケマスを食べてました。ですから人家のすぐ横に、川の中にテーブル状
の大きな石があってそこが熊の食卓になってました。その熊達が人家のすぐそばに
出てこないでもサケマスを食べられる環境にしたいなと。この 2 つが大きな目的で
す。ですから魚道を整備しても、数としてはサケ科魚類の資源量を自然状態で維持
できる環境があるので、それを人為的に改変して、魚道を作る前に人為的に手を入
れれば資源量を維持できる環境に戻せると、そういうレベルです。ですからあくま
でも元々あった自然環境に河川環境を戻すということではなくて、人為的に作られ
た新たな環境を利用してサケマスの資源を維持して、熊も含めたあの辺の生態系を
元の状態に近い形に戻して、人間とトラブルを起こさないですむような実験区に出
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来れば良いなと。ですから、これから熊とどういうトラブルが起きるのか起きない
のかというのはずっとモニタリングしていかなきゃならないと思います。そういう
形で結果が出てくると他の場所でも応用できそうだなという、そういう魂胆があっ
たということです、第 2 ダムも含めて。あとなぜ第 2 ダムに魚道を付けてもらった
のかというと、どの程度カラフトマス・シロザケが利用出来るのかということが知
りたい。それと一番大きいのは今回の魚道整備でオショロコマのことがほとんど考
慮されておりません。なぜ考慮しなかったのかというと、考慮しないということに
私が合意したのかというと、オショロコマは何百万年知床半島で生活しているか分
かりませんけれども、尐なくともシロザケやカラフトマスよりも古い魚種ですね。
もっと古い時代からいた魚。だから高々20 年 50 年くらい閉じ込められていても彼ら
の個体群は滅びることはないというゆとりがある。ところが毎年海から遡ってきて
再生産しているカラフトマス・シロザケはそうはいかない。緊急性がより高いとい
うことで、オショロコマの方はある程度人間の方に経済的にゆとりが出てから手を
出しても間に合うんじゃないかなという思いがありましたので、オショロコマにつ
いてはあまり考慮してません。ですけど、チエンベツ川ではあれだけ小さな川で分
断された個体群を一つの個体群として繋ぐということで、将来的には価値が出てく
るだろう。実際にやってみてどうなのかということを見るための川にできるなと思
いまして、2 つのダムに魚道を付けてもらった方が良いという意見に私は合意してい
ます。
帰山委員：私はチエンベツ川はよく存じ上げてませんので、あまり無責任なことは言えな
いと思うのですが、尐なくともデータを見る限りでは、第 2 ダムより上にはあまり
遡上の効果は見られないなというのが正直なところです。ただ、なぜ遡らないのか
という理由については正直言って分かりません。小宮山さんが言っているように魚
道の構造なのか、あるいは元々そこには上流に遡って産卵するシロザケやカラフト
マス等がいなかったのか、その辺は分かりませんが、この 3 年間のデータを見る限
り、今年度の中間報告も含めて、ちょっと効果を見るのは厳しいんじゃないかと思
います。
荻原：小宮山先生の資料 1 に関する質問が今の話と絡むのでちょっと付け加えさせて頂き
ますと、お手元の資料 1 の 3 ページの頭の方の 1 と 2 とありますが、サシルイ川と
チエンベツ川それぞれ四角の中に、第 2 回ＡＰ論点ということで”シロザケの遡上
が出来ない要因については河口付近での捕獲数等にもよる”。この関係ですね。第 2
回の時の議論のメモを見てみたんですけども、その時の小宮山先生の発言であった
んですけども、まさにチエンベツ川・サシルイ川でシロザケが遡らないのはどうし
か、魚道の構造の問題なのか、それとも別の問題なのかという議論の中で、小宮山
先生が「もしかしたら資源量が減っているかもしれない」と。その資源量が減って
いるというのは、サシルイ川の河口付近の定置網でどれくらい採れているのかとい
うデータと付き合わせて検討すべきではないかと。先程羅臼川でも同じお話されま
したけど、そのことをこの文章が指しているという風にご理解頂ければと思います。
小宮山委員：今、言ったことを思い出しました。川ではなくて海ということですね。
荻原：そうです。
中村座長：色々意見がでたんですが、とりあえず冒頭に出たような魚道を含めた法斜面と
蛇籠の部分であったり、魚道の構造の議論と今後の結果をどうみるか、まだちょっ
とはっきりとした結論は出ていない。研究者から見ても分からない点はあるんです
けど、今のところ第 2 ダムから上がっている個体は尐ないということを確認した。
今後の推移を見ていくことにしたいと思います。
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三谷：資料 3-2

平成 24 年イワウベツ川遡上効果モニタリング 中間報告

ＡＰとＷＴの関係分についてご説明させて頂きます。まずはＡＰの方ですけども、
昨日サケマス増協の増川さんから情報を頂きまして、まず赤イ川の導水管ですけど
も、これは春先に魚類が遡りやすくなるように導水管下流に巨石を投入していると
いう情報を頂きました。№11 ですけども、これにつきましてもダム下流に巨石を入
れて遡りやすくしたという状況がございます。№13、一番上のダムですけども、こ
れにつきましては土砂堆積により左岸寄りのダムのスクリーン部から水が流れるよ
うになっておりました。そのため、その部分に玉石を置いて水が行かないようにし
て、流水がスリット部を流れるように修正したという作業を行っております。これ
につきましては北見サケマス増協さんのご好意で行っております。続いて赤イ川の
合流点ですけれども、このままの水位を保っていけば自然な淵が形成されるのでは
ないかという意見を頂いております。それと帰山委員から赤イ川と白イ川の合流部
の水質について、炭酸カルシウムの沈殿が悪影響を起こしているので、来年の春に
検証が必要というご意見を頂いております。
武森：ピリカベツについてですが、スリット幅の考え方はどういうような考え方でやって
いるんだというご質問だったんですけども、ピリカベツ川につきましては非常に水
量が尐ないということで、そもそもある程度水を集めて下流に流さないと、構造物
の越流するところで水深が保てないというところで検討しました。それで、どのく
らいの幅でスリットを切ればいいんだという検討をした場合、ちょうどその時まだ
林野庁の方で取りまとめ中ではあったんですけども、土石流に対する設計の手引き
というようなものがありまして、その中で透過型治山ダムの開口部についての検討
もちょうどなされているところでした。その中でまだ検討中ではあったんですけど
も、最大礫径の 1.5 倍程度が適当じゃないかという議論がありまして、そこのとこ
ろで 2ｍというスリット幅にしました。それに合わせて土石流対策ということで、天
板厚も合わせて増厚しております。あともう一つ、基本的に治山でのスリットの幅
の考え方というのは、どちらかというと土石流対策というよりも山脚固定機能だと
か浸食防止というようなところを重要視して施設を作ってるんですけども、その中
でスリットというよりもどちらかというと落差解消するということで放水路の切り
下げ的な考え方で実施をしております。その時はだいたい常水が流れている水流の
幅ということで切り下げを行って、尚且つ 100 年確率の洪水も呑めるというような
断面を作ってやっております。そのようなことから言うと、赤イ川の上の№13 のダ
ムの幅ですが、あそこは 10ｍで下は 4ｍということにしてるんですけども、10ｍに
とってるところはほぼ常水が流れているようなところの水流幅を見込んでやってま
す。下の幅が、スリット幅が狭いんじゃないかというご指摘もあったんですけども、
そこにつきましてはやはり右岸側の流下位置からなるべく遠ざけたいというのと、
あと元々あそこの左岸側に洪水時に水が流れていた跡があり、あそこのところに常
水は流すということです。4ｍ幅にしたのは、あそこは左岸側は常水だけを流して洪
水時には右岸側を流すというような設計をしておりますので、4ｍの幅の中で常水は
呑める、ということで 4ｍ幅ということにしております。
中村座長：それでは昨日の議論も含めてどうぞ。できればとりあえずモニタリングの効果、
調査結果を具体的に。構造物についてでもいいですが。
帰山委員：現地で一通りお話したつもりでいますが、やはり改良を行う場合には、できる
だけ余計なことはしないと言いますか。例えば人為的な澪筋を作るとか、それが結
果的に効果を出してない。今ありましたように、果たしてスリット幅も本当に河川
の構造を把握した上でなされているのか。今回実際洪水で詰まっちゃったわけです
ね。しかもその後はそれを回収するというか通水するのに、結果的にはボルト止め
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したワイヤーで止めた資材が障害になってなかなか邪魔で。それから、上の魚道化
してしまったエリア、すなわちスリット化することによって、河道をそちらに振る
ことによって、上流の域まで結果的に河川としての機能よりは魚道化してしまって、
魚にとって住む環境は非常に悪くなってしまった。やはり我々がこれらから学んで
いくことではあるんですが、人為的に変えてしまった環境を自然に戻す上での難し
さ。そこは出来るだけ自然に逆らわない、人為的にあまりいじりすぎないというこ
とが大事なのではないか。イワウベツ川全体的にそう感じました。
妹尾委員：今までの土木工事は、出来るだけ多くの水を流そうとしてますから水衝部はが
っちり守ろうという意識が高い。ただ水がどうやって動くのか無視してデータだけ
で物を進めるもんですから、変な水制工を作ったりして、更に水を強制して、それ
で結果的に全国的に自然に優しい川づくりをしようということでやったことが河床
低下に繋がる。なぜ河床低下に繋がるのかというところをしっかりとやっていかな
くちゃならない。今帰山委員が言われたように、スリットにする、それが魚道とし
ての役割を果たしていく、ただそれが全部水路化してしまう。そういう中で産卵環
境とか生息環境とか全くなくなった。これはちょっと問題があるんじゃないかと。
そんな気はしてます。やはり土木的に力で水の力をねじ伏せようという傾向が結構
多く見られているので、それがそういう結果になってるということをまず理解すべ
きかなというのがあります。水というのは平水から洪水まで同じところを流れよう
とは絶対しない。水の性質はそういうことじゃない。だから断面を広げてやれば分
散する。分散すると流速の関係で土砂が作られる。そういうことで水が色々なもの
を作っていくんで、そういうことをしっかり理解した上でやっていくと魚のためだ
けじゃなくて、川のためにもなるのかなと。その辺をしっかりやっていけばそんな
に大きな問題になっていかない気がします。だからサシルイ川なんかは用地だけ確
保すれば改善はなんとかなる。あとは魚道の下流の問題もどうやってエネルギーを
吸収していくのかというのをガッチリとやっていけばいい。これからルシャ川とか
ああいうところも同じようなことが原因として上がってくる。ただ、これは今始ま
ったばかりぐらいなので、魚の面から言われてもウーンと思われてると思いますけ
ど、これはすぐできる話になると思いますのでよろしくお願いします。
梶岡：仰る通り以前からお叱りを受けていることも承知しています。ワーキングチームの
振り返り資料の中でもイワウベツ川で行った工事関係などについて整理させて頂い
ております。ワーキングチームの際、きちんと皆さんに評価して頂いて、それを元
にきちんと検討していきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
小宮山委員：私なりに発言をさせて頂きますと、妹尾さんが細かいところでだいぶ説明さ
れたので大雑把なお話をすると、まずは堤防のところで、人命財産を守るためのガ
ッチリしたものを作って頂くということはそれで何の問題もないんですけど、低水
路の水が流れている部分をどうするのかっていうのが、例えば土木関係の方がやる
やり方、考え方が私はずっと理解できないでいて、最近やっと分かってきたという
レベルでの話なんですけど、今までの河川環境のやり方は川を樋にしてしまう。別
の言い方をすると排水路にしてしまう。水を海に流すためだけの構造物にしてしま
うという傾向にあったと私は見てるんです。そこに隔壁を入れて、要は魚道の本体
に隔壁をいれると流れが尐し緩くなって魚が急なところ遡って緩やかなところに入
ってという形になる。理想はその樋の隔壁のところをコンクリートじゃなくて砂利
で作って欲しいんです。繋がないで、砂利を積み上げるだけで、洪水時にも平水時
にも砂利でできた隔壁が維持されるような流れ方を作ってやると、多分色々な人が
良い川を作ったねと言ってくれるはずだ、というのが私の考え方です。そのために
は川幅をどういうリズムを作ってやればいいか、ということがだんだん私は頭の中
ではイメージができている。今回の知床の色々な場所での魚道作りを見てると、そ
の辺も皆さんだんだん共通の理解になってきたのかなという風に思ってます。スリ
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ット化した時に、その下流に長い魚道を作っているんだというイメージが最初なか
ったんです。妹尾委員に言われて、なるほどあんなにがっちり固めて斜路を作って
るのは、あれは魚道なんだと理解できました。その長い石で組んで作った魚道の下
にやはり大きな淵を作って欲しい。そして淵を作ったあとに砂利で溜まった隔壁を
作って欲しい。もっと言うと、その魚道のところも全部斜路状になっているけれど
も隔壁が砂利でできるような。ですから深い淵を作って砂利でできた瀬ができて、
それでまた淵ができてということが、もっと良い川になっているんだということを
言いたい。そのイメージにするためには今まで皆さんが川でやってる工事の中で、
どれが可能なのかということをイメージ出来ると思いますので、どうぞよろしくお
願いいたします。
中村座長：先程スリットの説明があったんですけど、例えばイワウベツ川の№13 のダムに
ついては、そもそもの目的はなんだったのかということを確認したい。多分流木止
めじゃないかなと思う。そうなると詰まってメンテナンスするというのは前提とし
て考えられてくる。確かに今回の議論の中で、何らかの形で魚道なりを対応しなく
ちゃいけないということでスリットをいれた。今の説明だと、上では平水時の幅を
とって 10ｍで、下では流路幅をとって 4ｍになって、というのは僕にはまだ理解で
きません。両方共平水時の幅だったら同じような幅になるはず。それと、例えば 100
分の 1 というのは多分水通し天端までのはずで、スリット部をカウントしていると
はとても思えません。ということで、元々の計画論からきちんと組み立てて頂いて、
ある程度外に対して説明するときに、それがきちんとした体験の中で説明されるべ
きという感じがしました。あとはスリットを切って、例えば北海道では治山と砂防
は違うと言われても社会はそう見ませんから、スリットを切った場合に普通は堰上
げ効果を狙うはずなのに、後ろにあれだけの流路を作ってしまうということは、堰
上げもなにも起こらなくなってしまって、現場で言ったような通過流路になる。治
山はそれを検討してませんと言われても、砂防で検討してることはなぜ治山の中で
きちんと議論されないか、ということは必ず社会は言ってくると思います。僕は、
後ろ側に完全に高い壁を作ってしまうと、スリットにした意味がほとんど無くなっ
て、ひょっとすると流木止めの意味もなくなってしまうと。じゃあ工事そのものの
意義が疑われるので、その辺はきちんと内部で議論して頂きたいなという感じがし
ます。どっかのマニュアルに載っているという議論ではない。100 分の 1 は別にスリ
ットの幅ではなくて、上の水通し天端で確保していると思います。それが普通の考
え方です。ということで、ここで出てきたようなもう尐し幅についても何々の規定
にあるからではなくて、現状に対してどういう効果を生むからということで説明で
きるような検討をこれから始めて欲しいし、こういう事例がたくさん出てくると思
うので余計にその辺はしっかり固めて欲しいのと、あとは何度も言う上流側の流路
規制が結果として二つ、一番最上流についてはほとんど使われない流路になってい
ることも含めて、あれを今後に対して反面教師として生かして頂きたい。それから
下流側の河道規制、ピリカベツにしても土砂がドンと出てしまえば、流路をある澪
筋に固定して未来永劫に流すことは無理なんですから、常に流路は変動するという
形で下流の工事をして頂きたいと思います。
小宮山委員：本流の方で財団が中心になって淵と瀬を作ろうとしてますよね。あれを見て、
これはすぐ壊されるなという風に石を積んでました、私の目から見て。基本的に増
川さんのやり方で経験をかけながらやっていくという方法を見て頂ければ、もう尐
し持続性の長い淵と瀬を作れると思いますので、赤イ川でやっている事例の良さっ
ていうものを真似しながら、川づくりをして頂きたいという風に思っています。
中村座長：モニタリング結果で小宮山さんにも確認したんですけど、それほど遡上数に関
して、詳しく見てみなければ分からないという判断もあるんですけど、特に問題点
が見られないし、第 1 ステップとしてどうやって遡上させるかということでは成功
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してると僕は思ってます。あとは、これからの議論というのはダムの区間内におい
ての産卵できる環境をどう作るかという、更に大きな次のステップを多分委員は主
張していると思うので、第 2 フェイズとして将来的に直すチャンスがあるならその
辺を考えて頂きたいという風に思っています。
小宮山委員：チエンベツ川と同じような議論をイワウベツ川でどなたがどこでまとめるの
か。例えばピリカベツ川のダムを改良しましたね。その結果、どういう魚が遡って
いけるようにしたのか、ということについての対外的な評価に対してどう答えるの
かというところは何の問題にもならないんですか？例えば赤イ川でしたら、こうい
うサケ科の魚が遡って自然産卵してますよ、ということで説明ができますね。でも
ピリカベツ川の方はシロザケもカラフトマスも遡ってないですよね。
梶岡：ピリカベツ川については昨年のＡＰでもお話があったようにまだ遡ってないので、
モニタリングを続けて頂きたいということで今年しています。今の状況では遡上し
ていませんけども、昨日妹尾委員が仰ってた通り、オショロコマとしての移動とい
う面での評価はできるのではないかというお話がありますので、そこらへんも踏ま
えて今後その評価のあり方については考えていきたいと思っています。
小宮山委員：それでですね、イワウベツ川の場合は可能性としてはサクラマスを放流すれ
ばサクラマスの産卵河川にはなりうる。で、カラフトマスも産卵河川になりうるん
ですけれども、現状は放流数が尐なすぎるんですよ。例えば、万という卖位でカラ
フトマスを自然産卵させればピリカベツ川まで行く可能性があるんですが、数百だ
とか千だとか 2 千というレベルだったら上流まで行く必然性がカラフトマスには無
いと思いますので。
梶岡：ただ、ウライでいつも捕獲している部分がありますので、それの変動は大きく影響
しているのかなという気はします。今年は特に尐ないので途中までしか上がってい
ない状況にありますので、多い年についてはもしかしたら上がる可能性もある。
小宮山委員：多い年に万という卖位で自然産卵させる可能性はあるんですか？
梶岡：そういうことではないです。ウライでとっている分、遡上数自体が規制されている
ので、上まで遡っていく可能性は尐ないのではないかということです。
小宮山委員：イワウベツ川は増殖河川として管理しているところなので、カラフトマスに
関しては自然産卵させるという増殖を一切やらないで自然産卵させるという事であ
れば、ピリカベツ川もカラフトマスの産卵河川として利用される価値が出てくと思
うんですけれども、現状のままであれば多分ないだろうと予測されるんですよ。そ
ういったことを踏まえた形でカラフトマスの産卵環境としてのピリカベツ川の価値
を位置づけておかないと合理的でなくなるような気がしたので。
中村座長：なるべく委員の先生方にお願いしたいのは、こちらから提案してあげた方がい
いんですよ。委員の目から見るとピリカベツ川は今の状態だとカラフトマスの産卵
環境として今後たくさんの匹数は上がることは考えられないのだから、こういう形
で位置づけたらどうですか。それこそ、サクラマスの越冬環境を改善する位置づけ
の方がいい、といったような提案型にして頂いた方が議論が建設的になるのでそう
してください。
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梶岡：資料 4-1
資料 4-2

サケ類遡上数等調査の試験実施について(長期モニタリング)
サケ類遡上数等張さん試験実施について(調査速報)

荻原：資料 4-3

別紙

梶岡：資料 4-3

オショロコマ等に係る長期モニタリングについて(案)

オショロコマ調査対象河川の検討について

谷口オブザーバー：プレゼン資料
ついて

温暖化及び人為的改変がオショロコマに及ぼす影響に

中村座長：何か質問ありますか？
田澤：質問ではなく情報提供なのですが、羅臼町の一番单のオルマップ川という川、平成
13 年にブラウントラウトが見つかって、200 以上のニジマスが見つかったという状
況があって、平成 14 年にそれらを全て排除して似たような河川からオショロコマを
再放流しているんですね。それから森田さんという研究者と連携して水温とかオシ
ョロコマの数、それからほかの魚の確認とかをずっと継続して毎年やっているんで
す。なので、ひょっとしたら比較という意味も含めて対象河川に含めてくれればど
うなのかなと。それからもう一つ、羅臼側でいうと植別川というのが標津町の町界
にあるんですが、それがダムの無いかなり大きい河川なので、別に町内にこだわる
必要はなくて町界の川でもいいのであればそれも是非対象河川に入れて頂きたいな
と思います。
中村座長：今の議論は覚えておいて頂いておいて、多分今日決まらないと思います、どう
いう風にやるかというのは。ただ、とりあえずどこを選定するかのひとつの情報と
してください。
帰山委員：正直言って予想した結果をクリアに出して頂いたなと思いますが、西側で特に
若齡魚が出ていないという評価なんですけどね、これを温度が上がった結果と見る
のか、それともダムがあることによって繁殖に何らかの障害があると見るのか、ち
ょっと今回の結果ではよくわからなかったんですが、その辺はどうですか。
谷口オブザーバー：東岸の河川にはダムが非常に多く建設されているケンネベツ川である
とかモセカルベツ川であるとか羅臼川もタチカリウス川もそうですが、温度上がっ
てないんですよ。温度上がっていないけども幼魚いるんですよね。ですから僕らは
これは温度が関与しているのではないかなという風に考えています。
帰山委員：それは繁殖に影響があったということですか。
谷口オブザーバー：先程ブラウントラウトの幼魚の事例があったんですが、幼魚の方が成
魚に比べて水温へのストレスが強い、これは色々言われています、ほかの河川でも。
それによって種間競争や捕食に対する耐性の弱さの異質さ、そういったことが成長
率が落ちる、死亡率を高める要因として効いているような気がします。今後検討し
たいと思います。
小宮山委員：温度が上がるとオショロコマの数が激減しそうだということは分かったんで
すけど、温度が上がる要因としてインスピレーションとして見て思ったのは、西側
が水温が上がるという影響は多分西日、植物なんかもそうなんですけど、朝日は当
てても良いけど西日は当てない方がいい、そんな色々な要素があるのでそのことを
一つ検討されてはどうかなと。あと、発表されてる内容でわからなかったのが、ダ
ムがあることによって例えば西側だけでも良いんですけども水温が上がると、それ
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で上がる要因に対してそれを防ぐのに河畔林なりという提案をされておりましたけ
れども、ダムがあることによってダムがあるだけで上がるんじゃなくて、ダムの上
に、ダムの上はもう満砂になっていわゆる広い水面がある所と無い所ってあります
ね、ですから水溜まりを作って水温が上がったのかそうじゃないのかというあたり
の検討はされていないような気がするので、ダムを作ってなぜ水温が上がったのか
というところをもう尐し分析して頂くなり、もしくは今分かるならば教えて頂きた
い。
谷口オブザーバー：全くご指摘の通りで、湛水域が出来たり満砂になっていて、非常に薄
く浅く流れているところですね、これについて解析が出来ていません。今後解析し
なければなという感じです。例えば上流域の各河川工作物の上流側の環境を尐しい
じる、河床を尐し変化をつける、砂を取るとかですね、そういった事に踏み込んで
いくべきかどうか、そのベースになる情報を見ていくべきかと思っています。
妹尾委員：魚っていうのは川の水が作っていく色々な形態の中で水温や流速、そういう環
境に適したものが出てくる。色々な工作物があって水温の上昇、生き物というのは
水温が一番関係すると思うんです。そういう中でどんな川が健全なのか、オショロ
コマにとってね、そういうことも一つ頭に入れて。それで、河畔林がたくさんある、
それによって河床低下してしまうという所もたくさんある。それによって産卵した
稚魚が流されていく。魚道の役割というのは水温が高ければどこか適正な水温の所
に移動していく。その時にそういう小さな魚も上流に移動できるような、というこ
とを魚道の研究の中では言っている、これは河川環境の水温とか流速とかあるんで
すけど、一番は大きな要因は水温、適切な水温環境に移動しようというのが結構い
るのかな。もう一つは、大きな河原があって水面が開いていく、川が健全であれば
水が伏流していきますよね。どんどん伏流してくことによって水温が安定し、それ
があちこちに流出していくというような物もあるので、そういうような物をもし研
究なさって、どこか代表地点を選んででも出来ないかなという、是非欲しいなとい
うデータなんですけどもね。
谷口オブザーバー：是非、実験的な段階で進めたいと思っておりますので、予算措置のほ
うよろしくお願いいたします。
野別：とても興味深く聞かせて頂きました。私、去年北海道庁や羅臼の方からの調査依頼
がありまして調査をやらせてもらったんですけど、やっぱり水温の変化の話にとて
も興味がありまして、気温にすごく影響されるということが分かりました。調査結
果のデータも水温と気温がリンクしていて面白いなと思いました。その中で水温が
19 度、20 度近い日は釣りをやっても餌も食わない状態でした。夏の時期のその餌も
食わないような状況というのは繁殖にも影響しているんじゃないかなと。今後は是
非繁殖に関わるところも見ていくと面白い話になっていくのかなと思いました。
谷口オブザーバー：全く仰るとおりで、僕が全て出来ればほんとは良いんですけど。でも
そこのところは本当に検討課題だと思っています。また先程オルマップ川の事お話
してくださって、これも過去に調査は一度してるんですね。温度計も仕掛けたこと
あるんですが、これを復活させるかどうか検討していきたいと思います。ありがと
うございます。
帰山委員：調査方法なんですけど、やはり正確な生息密度を求めるという意味でもできれ
ばツーパス以上でやって頂いた方が正確ではないかなと。
谷口オブザーバー：全く同じような意見があり課題です。
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中村座長：私も前に聞いて、幼齡魚が欠落してるというのは大変なことだな、と聞いてい
ました。多分ダムは間違いなく川幅を広げていくのでそれによって日射量は受ける
ということで水温を上げる。特に浅くしてしまっているダムについては間違いなく
上がります。だから先程気温との相関が良いと言いましたけど、多分日射量との相
関が最も高くでて、夏の期間のが出てしまうと思う。あと妹尾さんが言われたよう
に、間隙を流れることによって熱交換が起こってしまうので、例えば昨日のルシャ
川の議論じゃないですけど、その間隙の水が流れなくなってしまうと、表面の水ば
っかり流れてしまうと昇温が起こる可能性が高くなると思う。だから湧水的な間隙
水域をどうやって確保するかというのも水温環境を守るためにも重要ということで、
そんなに難しい話じゃなくて基本的に熱量で決まってしまうので、ある程度予測は
出来てくると思います。もしくは、構造物の改良の仕方もある程度見えてくると思
います。
梶岡：今回ザックリと提案させて頂いたので、出来れば来年度から実施したいと考えてい
ます。次回のＡＰでしっかりしたものを出したいと思っているので、谷口先生と川
口先生とご相談させて頂きたいと思います。
中村座長：次回はいつですか。
梶岡：来年 1 月か 2 月です。
中村座長：それで次年度間に合うんですか。
梶岡：間に合わせたいと思います。
中村座長：出来れば 3 人で原案を作って頂いて個別にオショロコマの関係のことで、例え
ば帰山さんとか小宮山さんに相談しといて頂けるとすぐ通るような感じになってく
ると思うので。もしくは町の要望もあったのでうまく調整して次年度に間に合うよ
うにやって頂ければなと。
梶岡：分かりました。事前でのメールのやり取りも含めて検討したいと思います。
中村座長：出来ればもうメール上でやって頂いても結構ですので原案を提示して頂いて、
それでメンバーから意見を頂くような。
梶岡：分かりました。谷口先生と川口先生よろしくお願いいたします。
中村座長：オショロコマについてはいわゆる地球温暖化の絡みもあって、地球温暖化の前
に構造物が影響しちゃっててそれをなんとか取り外しといて、温暖化問題が来た時
にどうなるかということになると思うんですけど、その人為的な障壁があると更に
温暖化の影響が強く出るということで、その障壁だけを取り除いていきたいという
将来的な方向になると思います。
中村座長：長期モニタリングのルシャ川・ルサ川・テッパンベツ川、これについてはどう
ですか。
帰山委員：資料 4-2 の 4 ページの上の図になりますが、これはおそらく台形近似法でその
日の遡上数をプロットした図だと思うんですけども、やはりこれには是非、純遡上
数だけではなく遡上数と降下数、これをやはり出して頂いた方がよろしいのではな
いか。その理由は、降下というのは結構生態学的に意味がありまして、例えばヒグ
マなどの捕食者から放出される L セリンなどの忌避物質により、回避行動として降
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下する個体が出てくる。これはテンポラリーな移動なので、カラフトマスは戻って
くるんですけども、遡上数の多い時は今度は密度効果でもって産卵床を巡って追い
出されていったものが、これは意外と戻ってこないんです。そういうものが見えて
きますので、是非遡上数と降下数をきちっと出して頂きたい。それと、これは決し
て台形近似法の結果にはなっていませんね。この純遡上数が 547 というのはね。で
すから、やっぱりこういう表現はまずくてですね、あくまでもカウント数というよ
うな表現にしないと誤解を招くと思うんです。それと、これ見て悩んじゃったのは、
週 2 回の回数ですね。とくに 9 月の第 4 週（11）というやつですか。ここでかなり、
その前その後に比べて 4 分の 1 くらいまで減尐していますが、これが果たして何に
よって起きたものか、このデータだけでは読めない。ですからこの辺はもうちょっ
と頻度を増やさないと、こういう大きな現象というのは読めないもんですから、そ
ういうこと考えると遡上数というものをもう一度検討するか、あるいは誤差の推定
方法というものを完全に見直さなければなりません。特に遡上パターンを見るとテ
ッパンベツと明らかに反対の傾向を示す形になってますので、これがこの地区のカ
ラフトマスの遡上動向を表しているのかどうかとなると、この結果を見る限りでは
ちょっと疑問に思う。その辺の検討はかなり重要かと思いました。細かいことは色々
ありますが一番そこが気になりました。
梶岡：最終整理したものを次回のＡＰでお示ししますので、その時に今言われたことは訂
正して示したいと思います。合わせて頻度関係については他のモニタリングとの関
係もあるので検討せざるを得ないと思います。何せ予算があるので、今の段階では
判断できません。
帰山委員：もう一点すみません。昨日の議論で昼と夜の関係という形が出たんですけども、
これは我々今まで過去に年 3 回の 10 回、イワウベツの孵化場でカラフトマスの遡上
行動を 24 時間観測しました。基本的に言えることは日中間での差というのはそんな
にないということ。ですから我々もだいたい、基本的には 24 時間の遡上数を昼間の
遡上数で割る形で指数を出してますが、
具体的に言うと 2 に近い値が出るはずです。
そう言う意味では昼夜の差というのはあまり意識しなくてもいいはずだと私は思っ
ています。
梶岡：昼夜ついては先生のデータを使えるかと思っていますので、その辺はまたご相談さ
せて頂きたいと思います
中村座長：確認なんですけど週 2 回というのはフルスペックでやった時の帰山さんのやら
れたものから抜いていった時にどれだけ再現できるかやってみたやつでしたっけ。
帰山委員：一応やったんですけど。
中村座長：じゃあ今回もやって頂いて最終結果が出た段階で個別に相談に行って頂けませ
んか、この手法については。それで予算の関係もあると思いますので。ちょっとこ
こでやると大変になってしまうので、最終結果が出た段階で帰山先生にお願いして
アポ取ってもらって「じゃあこんな形で進めましょうか」という、そういう方向で
やってください。
小宮山委員：カラフトマスに特化して調査されるということで、扇状地の上端が上限です
ね、毎年やる必要はないんですけども豊漁年と不漁年の 2 ヵ年、産卵床分布の上限
まで調査区を広げて欲しいなと、テッパンベツもルシャも。ルシャは尐ない年は上
限を抑えているんですけども、多い時は上限まで行ってませんので。テッパンベツ
も行ってない支流のほうもかなり入ってますから、そう言う意味ではどっかで一回
全体像を押さえて、それであとは調査区の削減をして、あとは係数をかければいい
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というやり方でいけますので。どっかで一回、せっかくここまでやってるんですか
ら、私の目から見たら調査区が中途半端で終わっちゃってるかなという風に見えま
すので、その辺をご検討よろしくお願いいたします。
梶岡：基本的に豊漁年のみの調査という形で提案させて頂いて、そのつもりでいますけれ
ども、それは一回やってほしいということですか。
小宮山委員：そういうことです。
梶岡：検討させてください。
梶岡：資料 5-1
資料 5-2

第 36 回世界遺産委員会 知床に関する決議文
世界遺産委員会決議に係る今後の対応について(案)

梶岡：ＡＰ関係分というメモを見て頂きたいんですけど、2 ページ目の真ん中のルシャ川と
いうところが世界遺産に関係する部分です。今日いらっしゃってないんですけども
増協の増川さんから「ダム撤去を含めた改良に関して地元の現場の意見も聞いては
如何か」
、同じく増川さんから「ルシャ川はふ化事業から撤退するのでサケ科魚類の
回帰は減尐するであろう。この予想の中でダム撤去を検討するかどうか」を考えて
欲しいと。中村座長の方から「ダム撤去を含めた改良については地元自身が決める
ことが望ましく、河川工作物アドバイザー会議、科学委員会はそれを受けて助言す
る立場と考えている」ということで整理させて頂いてます。以上です。
帰山委員：資料 5-2 の 3 ページ目の主な委員意見の 4 つ目、”ダムが小さい砂礫を溜め
ることにより、サケ科魚類にプラスに働いた可能性がある”という、これは事実と
してあることなのかもしれませんが、世界遺産科学委員会の河川ＡＰの中のワーキ
ンググループだと思いますので、こういう視点は本来おかしいのではないか。現地
検討会でもお話したとおり（・ダムが河道を固定し直線化させ、そのため産卵面積
が限られ、産卵場所の流速が早すぎる結果となっていること。
・本来このような扇状
地では河道が蛇行しあるいは枝分かれし、サケ類の産卵場の面積を広く確保される
はずであるが、ここではダムがそれを阻んでいること。・さらにダムが扇状地の端か
ら端まで横断しており、地下深く設置されているため、本来の扇状地であれば、伏
流浸透水があちこちに出現し、そこがよいサケ類の産卵場になるが、ここではダム
により伏流浸透水が遮断されてしまっていること。
）自然遺産の中での環境というも
のを論じるべきであって、逆に人工的に環境を良くしたから良いのではないかとい
う視点というのは本来ちょっとおかしな論議だという風に私は思います。
孵化場を撤去するところを今回見ました。実は孵化場を撤去するのに、我々も水
面下というわけではありませんが、地元と話し合いながら、そして漁業者にとって
のメリットデメリット、ふ化場が無くなった時のメリットデメリット、あるいはふ
化場が無くなったとしてもそれに変わる手段はないかどうかというのをずっと詰め
てきた結果、ふ化場を撤去したわけです。言い方を変えると、これは漁業者の中で
かなり論を詰めてやってきた結果で、最終的に到達目標の中には、やはりあそこは
自然に還すべきだという考え方があります。世界自然遺産地域の核心部は，ダムも
含めて自然に還すべきだと考えます。
中村座長：核心地域については、この委員会の中でも出来る限り自然の状態に戻すという
ことはあったと思うんですけど、それ以外について多分ダムの上に砂利があった場
合に遺産にはふさわしくないという意見は確かにあった気がします。
小宮山委員：昨日現地を見て、第 1 ダムの下流の副提の下の落差が大きくなっていたとい
うことは皆さん印象に残っていると思うんですけれど、あれは多分河床低下が起き
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ているんではないかな。5 月 5 日位の大水で全体的にあそこが掘れた可能性があるの
ではないかという風に思いましたので、是非あの辺の河床の状態がどうなのかとい
うデータがあるはずですので、低下してるのかどうなのかを再度確認するようなデ
ータを取って欲しいなという風に思いました。それから、ダムの下の水深の問題を
何度か私提案してるんですけれども、ルシャ川全体で見ますと、2300ｍのシロザケ
の分布の上限に大きな淵があって、そこが 1.5ｍ以上の淵になっているんですが、そ
れ以外にそれだけの深い淵あるのは、実はこのダムの下だけです。ですから、数で
言うと 4 つしかない。この深いところは熊の補食から逃れられる場所なんです。そ
ういう要因になっているところがこの下流のダムの 3 箇所にあるんだということは
是非どこかで記録しておいて欲しい。これを完全に撤去してしまうと深い淵がルシ
ャ川では無くなってしまう。水深で言うと 1.2ｍの淵が自然に作られればそれで大半
の熊からは逃れられる環境が残っていることになるんですが、浅く流れるだけでは
熊がたくさん集中したら、資源としてはテッパンベツ川並になるのかなと、そうい
うことをある程度予測した方がいい。
中村座長：この決議文に対してどのレベルならばきちんと答えたことになるのか、行政側
が最終判断としてこれを出されたということで、昨日増川さんにどう思われますか
と私が聞いて、結果的には浜の人と色々相談しながらやっていくしかないという、
時間がかかるという結論を言われたと私は解釈してます。ひとまず道の方でも河口
の方から聞いて頂いて、出来れば僕はよく分からないですけど、そちらの皆さんで
話して頂いて状況を把握して聞くのがいいと思うんですけど、増川さんも一緒に浜
の人と仰られたその方を紹介して頂くなりして、それで増川さんも入れてご意見を
聞くと良いのかなと言う感じがしました。地元がどちらの方向を向こうとしている
のかが今ひとつ僕には見えないので。もう一つはこの決議文に対する科学委員会と
してどういう対応をしていくのかというのもちょっと僕は見えない。例えば孵化施
設を撤去したということが一つのステップにはなっていると僕は思います。それを
加えていけばいいと思うし、1 号ダムの問題があるので、それをある程度解決してい
くというのも一つの案なのかなと。時間をかけながらその間にまた漁業者との関係
の話が、ある程度の終着点が見えてくれば、また撤去という議論もあっていいと思
うんですが、今すぐにという感じではないかなと思います。ということで、もうち
ょっと相談をして頂いて、意見徴収をして頂いて、可能な限りこの委員会内で教え
て頂ければと思っています。もし私が来いということなら行きますので、そういう
形で時間をかけながら地域の意見を集約したいなという風に思っています。
中山： 今おまとめ頂いたので基本的に良いと思うんですけど、今回の決議については、
普段僕らは事務局ではないので静かにするようにしてるんですが、これの取りまと
め等は最終的にこちらになるので 2 点程お話したいんですが、ルシャ川の話という
のはこの決議の中で明確に位置づけられたということはすごく大事で、元々先生方
にはメーリングでお知らせしたとおり、最初は撤去ということでＩＵＣＮ側に来た
もので、それを外交努力であげて（変えて）もらったというのが正直なところ。そ
れで一件落着したというわけでは決してなくて、おそらくまた報告を求められたも
のですから、その時に再度また同じことをやらなくちゃならない。おそらく今回の
経緯ははっきり残っているでしょうから、明確に外に対しても分かるように残って
ますので、また同じことを言われるのは間違いないという風に思った方がいいと思
います。ですから、先生から仰られたような対応方針でいいとは思うのですが、相
当撤去側に立った形での検討をしていかないともたないと思います、将来的には。
結局同じことを何度もやるだけなので、そこは事業者側の方々には宜しくご議論頂
きたいなと思います。
それからちょっと話は変わるんですが、元の勧告ありましたよね。その中でいく
つか工作物について改良しろという話がありまして、今回ひとつの目処が付いたと
いうことで全部回られてみて頂いたんですが、実は積み残しがあったのではないか
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なと。まずやらなくちゃいけないところをやってきたので。その予備軍のところを
どうされるのかという事も含めて、今回見直しの中でご議論頂きたいと思ってます。
それは最終的に、今回の決議の中で触れられない結果になったわけなんですけども、
元々の勧告の中に入っている話なので、そこについても幅広くご議論頂ければ有難
いなと思っています。
中村座長：後者の方に関してはひとまずレビューを、委員会で今までやったことをきちん
と整理した上で次のステップを踏もうということで、今年から 13 基の改良ダムにつ
いて良かった点悪かった点を。それで、次のＡＰの中で話していく話になる。
前者については、私はもたなくてもいいんです、正直言って。私は科学委員会の
委員であって、別にＩＵＣＮが怒ったりユネスコが怒ったりするのはどうでもいい
んです。それは地域がきちんとした決断をして、それをやってくれるのは多くの問
題ではないと思っているので、そういう意味では環境省もお困りでも僕には関係な
いし、基本的には科学委員会は僕はアドバイザーだと思ってますので、そういう意
味では行政がこういう方向で行こうとした時に、どうやってコメントしていくかと
いうことだと思ってます。ということで、行政の皆さん頑張ってくださいと言うし
か、もしくは地域の皆さんがイニシアチブをとって決断してくださいというのが僕
の意見です。
中村座長：他に何かありませんか。
山中オブザーバー：ルシャ川のダムの問題なんですけど、漁業者全体というよりもこの地
域で漁業活動をやっておられる方々なんですけど、漁協として意見を言う時にもそ
の人たちの意見を伺った上で次のステップに行くと思うのですが、この場所で日常
的に調査していまして付き合いも長いんですけども、現場の方がどう言ってるかと
いうと、多分認識間違いだと思うんですけども、ダムが出来たことによってカラフ
トマスもサケも産卵が安定して見られるようになって生産が増えたと言っておられ
ます。それはちょっと認識間違いじゃないかと思うんですけども、ダムの無い状態
だと大水の時に産卵床が流されて度々ダメージを受けてたみたいだけども、河床が
安定してそういうことがあまりなくなったというような話はされています。という
ことでダムは必要なんだというような言い方はされてます。これは推測ですけども、
むしろ林道を使いたい。そこの橋を維持するためには流路を固定しないと橋は維持
できないのでダムはあった方がいい、というようなお考えじゃないかなと推測して
います。もう一つのダムが元々できた理由なんですけども、流木が大量に山から出
て網に引っかかって大変だと。それを防ぐためにという風に聞いてますけども、そ
の部分についてはあまり気にすることはないのかなと。漁師の方々は無いよりはあ
った方がいいと言うかもしれませんけども、ご存知かもしれませんが、何年か前に
この地区で海流木の調査を環境省の方で行いまして、ルシャ川の浜の一部で重機を
入れてゴミを徹底的に撤去しました。だけども、ほんと 2-3 年であっという間に元
に戻って流木の山になりました。この地域は潮の流れ関係だと思うんですけれども、
非常に漂着物が多いところです。山から流れる木よりも周辺の広大な地域から、あ
ちこちで川から木は出てくると思いますけども、それらの流木が流れ着いて網にか
かる方が遥かに多いんじゃないかと思いますので、そちらの方はあんまりダムの存
在理由として価値は低いんじゃないかなと思います。
中村座長：ありがとうございます。そういった議論を思いが違う時に、いくらそれは私は
そう思うと言ってもなかなか納得しないということになるので、意見を近づけるた
めにも話し合いを持たなくちゃいけないと思うんです。その辺が将来向く方向とし
て、どうなるべきか見えてないんですけど、さっき言ったように中村来いと言われ
れば行きますので、山中さんも来いと言われれば来て頂いて、その中である程度こ
う見てるけど違うんじゃないですかということも含めて話し合いを。まずは意見を
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もう尐し聞いて頂いて、その中で増川さん今日来られてないのが残念なんですけど、
話し合いを持つように、意見交換をすることが必要なのかもしれないなと思います。
昨日の話だと、元々増川さんはあそこはサケがそんなに遡るような川ではない、放
流事業をやるから遡っているんだという話をされてて、ちょうどその時期とダムを
作った時期がそんなにも違わないので、その時期から増えているということを漁業
者は実感しているのかもしれない。その辺の過去を増川さんはよくご存知なので、
やはりキーパーソンとして入って頂いて、色々な相談をした方が良いかなと思いま
す。
岡田：資料 6-1
資料 6-2

岩尾別川流域における事業進捗について
「カツラの森、命あふれる川の復元事業」各種作業位置図

中村座長：これについてどうでしょうか。
小宮山委員：区画が人為的過ぎまして、川づくりをする時の基点の設け方を変えた方がい
いなと思いました。基本的には下流からやっていかないと決まらないんですけれど
も、例えば財団の方で担当するのは赤イ川との合流点から上流から始まるとか、も
しくは合流点から取水施設までの間の形を決めて頂いてそれから始めていかないと、
多分何をやっても決まらないで、大水が出たら全部壊れる可能性が非常に高い区画
の作り方だなと思いました。それから先程も言ったんですけれども、淵の作り方の
ところで、瀬を作って水を溜めているような組み方をしているように思ったんです
けれども、そうではなくて、瀬の末端、淵の頭のところを決めてから水の流れる淵
を作らせるという手法で考えた方が、多分目的を達成できるんではないかなと思い
ます。
岡田：これで固定ということでなくて順次やっていきます。
小宮山委員：そうではなくて、あのやり方だったら水が出る度に全部無くなってしまいま
す。だから無駄な労力になるなと思いました。
岡田：無駄の無いようにします。
中村座長：今の議論もそうなんですけど、あまり聞いてると進まなくなるので、まず進め
てみて現地でやるときに一緒に見てもらうとか、なにか接点があった方がいいかな
という感じがします。せっかくこの辺にもおられますので、「こんな時にこんなこと
やるんだけどもし時間あったら来てください」みたいに、上手く協力できれば良い
かなという感じがします。
中村座長：全体通じてまだ言い足りない、もしくは言い忘れていたことはないですか。大
泰司先生から何かないですか。
大泰司オブザーバー：特に私からはありません。大変勉強になりました。ありがとうござ
いました。
中村座長：それでは何かありましたらまた個別に相談して頂いて、ひとまず事務局お願い
します。
梶岡：3 日間の長丁場、本当にありがとうございました。次回は年明けに第 2 回目を改めて
計画させて頂きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。かなり時間が押し
て、本来であれば小一時間程度ワーキングチームをやろうと思ったんですけど、も
う一度札幌に集まって頂こうかなと思いますので、日程の調整を行いたいと思いま
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すのでよろしくお願いします。皆さん、ありがとうございました。これで終了いた
します。
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